
令和元年第７回姶良市教育委員会定例会 

 

令和元年７月 10 日（水） 

開会 10 時 00 分 

閉会 10 時 50 分 

加治木総合支所南庁舎３階会議室 

 
１ 出席者 

 小倉教育長 川畑委員 中間委員 岩元委員 藤谷委員 

 

２ 教育委員会事務局の出席者 

 小林次長兼学校教育課長 塚田次長兼保健体育課長 北野教育総務課長 

原口社会教育課長 桃木野図書館事務局長 別府国体推進課長 

 

３ 議事 

 

４ 議事録 

 
（教育総務課長）本日は、部長が指名委員会に出席しておりまして、その後

も所用がございますので、欠席させていただきます。 
ただいまから、令和元年第７回姶良市教育委員会定例会を開催いたします。

これからの会議の進行につきましては、小倉教育長にお願いいたします。 

 
会議に入ります。本会議は公開を原則としておりますが、本日の会議を公開

とすることにご異議ございませんでしょうか。 

 
はい。 

 
異議なしと認めます。よって本日の会議は公開とすることとします。 
日程第１「議事録の承認・署名」ですが、前回の会議議事録の署名はお済み

でしょうか。 

 
はい。 

 

議案等番号 件   名 結果 

議案第18号 姶良市教育委員会外部評価委員の委嘱に関する件 可決 
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全員 

教育長 
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前回の議事録は承認されました。 
日程第２「委員及び教育長の報告」について、委員の皆様からご報告はござ

いませんでしょうか。 

 
昨日、今学期最後の学校訪問が終わり、半分くらい終えたのかと思っており

ます。子ども達も元気で、登校状況も良いようで、先生方もすごく一生懸命

頑張っていらっしゃる姿を見ることができて良かったと思っております。昨

日の学校訪問でも、蒲生中では既に空調の工事なども入っていまして、スム

ーズに行ければいいなと思っております。以上です。 

 
ほかにございませんか。 

 
学校訪問のとき姶良小学校で感じましたのが、教室に入って少し暗いかなと

思いました。特に、６年４組のクラスで教室の後ろの方が非常に暗く感じて、

そこの校舎や教室の位置も関係あるのかと思いますが、あとカーテンがきっ

ちり最後まで留めてなかったようでしたので、そういったものを綺麗にやれ

ば、まだ明るくなるのかとも思いましたが、全体的に暗く感じましたのでご

報告します。以上です。 

 
ほかにございませんか。 
なければ、いま委員からもありましたように、学校訪問も昨日、今日と連続

して委員の皆様には、お忙しいところご出席いただきましてありがとうござ

います。学校訪問が昨日までで 14 校、６割くらいが終わったところでござ

います。２学期以降は、空調機の恩恵にあずかれることになれるかどうかは

分かりませんけれども、お手元の資料には大体９月 20 日までが工期として

ありますが、昨日も既に工事をされているということで、機材も何とか調達

できているようではあります。全国一斉に始まる工事なので、多少懸念され

たところはあるのですが、何とか用意できているようでございますので、夏

休み期間に頑張っていただければと思うところです。今日は、また午後から

大雨になるようですけれども、７月３日、４日にかけては雨で休校という極

めて珍しいことですが、「８．６水害」並みの豪雨という天気予報でありま

して、市からも「警戒警報４」という診断が出されておりましたので、休校

措置を取ったわけですけれど、子ども達の被害ももちろんございませんでし

たし、４日は綺麗に雨が上がりしまして、姶良市全体としても特に大きな被

害というのはなかったようです。また、竜門小では、校門前に鹿児島国際ゴ

ルフ倶楽部付近からの土砂が流れてきていましたが、即日、建設部から業者

に依頼して撤去していただきましたので、月曜日は何も問題ありませんでし

た。これから夏休みに入っていきますので、子ども達の安全確保についてよ
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り一層努めていきたいと思っているところでございます。 

次に、日程第３議案第 18 号「姶良市教育委員会外部評価委員の委嘱に関す

る件」を議題とします。事務局の説明をお願いします。 

 
（教育総務課長）それでは、議案第 18 号「姶良市教育委員会外部評価委員

の委嘱に関する件」について、ご説明申し上げます。定例会資料の２頁の

名簿をご覧ください。外部評価委員の任期につきましては、３頁にあります

「姶良市教育委員会外部評価委員会規程」第４条に基づき、委嘱した日から

年度末までとなっておりますので、前の委員の任期が平成 31 年３月 31 日で

終了しております。そのため、規程第３条に基づき、今回５名の方に委嘱す

るものでございます。まず、１番加治木高等学校の川原裕明校長先生です。

人事異動に伴い前任の原口校長先生の後任である川原校長先生に新たにお

願いするものです。次に、２番麓吉雄さんです。現在、帖佐中学校の学校評

議員をされております。また、鹿児島市内の中学校の校長先生をされていら

っしゃった経験もあり、体育が専門ということで、これまで頑張っていただ

いた中森さんに代わり社会体育分野ということでお願いしております。次に、

３番西浦校区コミュニティ協議会支援員で元西浦小学校校長の永田葉子さ

んにつきましては、昨年から引き続きお願いするものでございます。次に、

４番百武美津代さんです。５月まで教育委員をされていたこと、その前がＳ

ＳＶＣ（スクールサポートボランティアコーディネーター）としてのご経験

を踏まえて、社会教育分野からということで、お願いしております。昨年は、

藤谷委員にお願いしておりましたので、今回新たにお願いするものでござい

ます。次に、５番ＰＴＡ連絡協議会会長の馬場修二さんにつきましては、昨

年から引き続きお願いするものでございます。今回の人選につきましては、

教育委員会の各課から推薦をいただき、お願いのうえご承諾いただいており

ます。以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

 
事務局から外部評価委員として今回お願いする方々の名前が２頁に挙がっ

ていますが、これについて何かご質疑ございませんでしょうか。特にご意見

はございませんでしょうか。 

 

はい。 

 

では、お諮りします。議案第 18 号「姶良市教育委員会外部評価委員の委嘱

に関する件」については、事務局提案のとおり可決することにご異議ござい

ませんでしょうか。 

 

はい。 

 

異議なしと認めます。よって議案第 18 号「姶良市教育委員会外部評価委員

の委嘱に関する件」は、可決されました。 
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本日、議案としてはこの１件だけとなります。あとは「事務連絡」と「委員

研究会」ですが、委員研究会では国民体育大会の準備状況について、委員の

皆様方にお知らせする時間を設けております。 

まず「事務連絡」として、社会教育課お願いします。 

 

（社会教育課長）前回、定例会の中で「施設の使用料」について、歴史民俗

資料館の入館料を無料にしたことによって、来館者数に影響があるかどうか

というところを、５月末時点ではありますがご報告いたします。平成 30 年

の４月～５月末までが 225 名だったのですが、今年は同じ時期で 441 名と

200 名以上の来館者数が増えている状況であります。来られた方の中には

「無料と聞いたから来ました」と、話されるお客様もいらっしゃるようです

ので、やはり無料になったことで効果が現れているのではないかと考えてい

るところです。以上です。 

 

それでは、空調機の進捗状況を教育総務課から説明をお願いします。 

 

（教育総務課長）空調機の進捗状況に関するご説明の前に、１点ご報告をさ

せていただきます。保健福祉部社会福祉課より民生委員推薦委員会の「委員

候補者の推薦依頼」がありました。この民生委員推薦会は、民生委員を推薦

するために設置されるもので、現在、教育委員会からは、川畑委員が委員と

して参加されております。こちらの委員の任期が、８月 21 日をもちまして

３年間の任期を満了することとなりますが、今回もその上での推薦依頼とい

うことで、引き続き川畑委員に承諾をいただきまして、推薦させていただき

ますのでご報告いたします。 

それでは、空調機の設置状況につきましてご説明させていただきます。空調

機の設置につきましては、予算が 14 億７千万円という非常に大きな事業で

ございます。６月 20 日の姶良市議会本会議の前の全員協議会でも、経過報

告させていただきましたので、同様の内容となりますがご説明させていただ

きます。これまでの主な経過としては、昨年度中に設計委託が終了しまして、

本年度は設置に向けた取組を進めているところでございます。詳細としまし

ては、機械設備工事 22 件と電気設備工事 12 件の計 34 件につきまして、５

月 28 日に入札を行い、全ての契約締結が終了し、これまでに施行業者と４

回の打合せを終えているところです。また、既に各学校と業者との事前協議

も終了しております。資料につきましては、機械工事と電気工事それぞれ別

の業者になりますので、学校ごとに機械設備（空調機・エアコン）と電気設

備の業者が分かるように、設置業者をまとめたものでございます。６月初旬

の県の調査状況では、県下 19 市のうち全ての契約が完了しているのは、姶

良市を含めた４市だけということでした。本市は、全部で 595 の教室にエア
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コンを設置する計画で、霧島市の 845 に次いで多い状況となっております。

工期については、先ほど教育長からもありましたように、小･中学校が９月

20 日、幼稚園が８月 30 日となります。主な工事は、なるべく夏季休業中に

終わらせる予定としております。ただ、空調設置事業が全国的事業なために

空調機本体・キュービクル・冷媒配管など、特に配管などが品薄ということ

を少し聞いているところでもありまして、一部の作業が懸念されております

が、業者も見守っている状況でございます。私どもも、なるべく早く子ども

達により良い教育環境の提供ができるよう、努力してまいりたいと考えてい

るところでございます。既に、昨日の学校訪問時の報告でもありましたよう

に、既に電気工事に入っているところですが、今後の進捗状況につきまして

は、その都度定例会の中で報告させていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。以上です。 

 

空調機設置工事に関して、何かご質問ございますか。 

 

学校の契約工期が９月 20 日となっておりますけれど、２学期が始まり９月

に入ってからの工事の関係と学校の授業の関係等については、どのようなこ

とをされるのですか。 

 

（教育総務課長）夏休み期間中に、大きな音がする工事をするということで

考えておりますけれど、もし終わらずに工事を２学期に行う場合には、１教

室ずつという形で行います。音楽室などの空いている教室を先に進めて、１

教室ずつ陸続きに移っていただくような形で対応したいと考えているとこ

ろでございます。 

 

教室の机・椅子などを空スペースに移して、そこの教室を空けて工事を行う

ことになると思います。学校にも、とにかく最大限に配慮しなさいと校長会

で話をしています。 

ほかに何かございますか。なければ学校教育課お願いします。 

 

（学校教育課）お手元に学力向上対策という資料があると思いますが、これ

は７月 31 日に市町村教育委員研修会で、75 分の協議題として取り扱われる

ものです。委員の皆様方も発言の機会があるのでは、ということで資料を作

っておきました。「学力対策について」という１枚紙は、既に県に提出して

おります。２枚目がその時に説明を求められた時の案ですので、その中で資

料１から５とありますが、これを図表で表したものがその次です。資料１に

つきましては、全国学力学習状況調査の姶良市の結果で、一番左側の黒い所

が姶良市の子ども達の平均ということです。（２）が中学校の結果で、これ
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も一番左の黒い所が姶良市の子ども達の結果ですが、国語のＢだけが全国平

均に届きませんでしたが、あとは届いております。全体的には概ね良好な状

態ということで、お話をいただければと思います。資料２につきましては、

４月最初に行われた学力定着度調査の結果でございます。グラフの 0.0 パ

ーセントというところが黒い線になっておりますが、これが全国平均で、姶

良市は全部上へ延びておりますので、全教科で全国平均を上回っているとお

考えいただきたいと思います。では、市として何を取り組んでいるかという

ところが、資料３になります。一番大きく取り組んでいるところが、小･中

学校の連携の取組です。資料４のように、５つの中学校の中でそれぞれ話し

合って、小･中学校での学校生活の約束事を決めております。これが共通実

践事項といわれるものです。具体的に大きな柱として「①学習の構えの確立」

では、授業の受け方や準備の仕方、発表の仕方などについて、小学校も中学

校も同じようにということです。「②学習環境の整備」では、机・椅子など

の子ども達が使う環境を整備しようということです。「③家庭学習の習慣化」

では、これ位勉強をしようとか、スマホは何時までにしましょうとか、これ

を中学校の校区内で同じように取り組んでいく、これが一番大きな所でござ

います。資料５につきましては、教職員の指導力を向上させるために、この

ような研修を準備しているということで、各教科ですとか、プログラミング

教育について少し講演を聞いてみようとか、そういうことを行っております。

このような取組をしているというところをご説明いただければと考えてお

ります。以上でございます。 

 

そういうことですので、この資料のご説明は終わります。 

全国平均を超えてきているのは姶良市くらいになります。だからあまり悪い

様にはなっていないと思います。よろしくお願いします。 

事務連絡は、以上でよろしいでしょうか。 

 

（保健体育課長）保健体育課から１件ご報告させていただきます。７月７日

に開催を予定していた「ボールゲームフェスタ 2019in 姶良」というイベン

トですが、冒頭にありましたとおり先週からの大雨により、メインスポンサ

ーになります損保ジャパンの鹿児島事務所が、事務局として中心に動くつも

りだったのですが、大雨による被害が出ているということで、本来の保険業

務が発生してしまったということが、まず１点。そして、会場として予定し

ていた姶良総合運動公園の体育館ですが、ここが一時的ではありましたが、

避難所に指定されたということ。また７月３日には、東京から資機材を陸路

で輸送するよう手配されていたことなどを考慮しまして、あと本部側の意向

も当然ありまして「この状況で開催していいのか」ということもあったもの

ですから、総合的に判断しまして、７月３日の時点で中止の判断をいたしま
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した。市の財源を必要最小限に使いながら、大変有意義な事業ができるとい

う風に思っていましたけれども、そのような事情で、今回は中止という判断

になりましたことをご報告させていただきます。なお、今年度につきまして

は、会場の都合によりもう無理かと考えていますが、また次年度以降で、既

に先方からも「どうしましょうか」というような相談も来ていますし、非常

に有効な事業であるというふうに担当課では考えておりますので、また引き

続き事務局側と調整をして、令和２年度に実施できるような形で、進めてい

きたいという風に考えております。以上でございます。 

 

ほかに事務連絡ございませんか。 

なければ、日程第５「委員研究会」としまして、今日の委員研究会では、来

年度本県で開催されます「燃える感動かごしま国体かごしま大会」につきま

して、今年４月から国体推進課も新しく設けられましたので、国体推進課か

ら今の状況報告を申し上げたいと思います。説明をお願いします。 

 

（国体推進課長）それでは、来年開催されますかごしま国体の本年４月以降、

またこれからの予定について説明いたします。まず「会議」としまして、各

競技会場の運営につきまして専門委員会、部会を設立しまして、協議を行っ

ているところであります。７月１日に実施本部編成依頼として、各競技会場

に多くのスタッフが必要となりますので、全庁的な取組として、各部各課に

係員の配置をお願いしました。総勢 220 名程度の職員が配置されています。

９月 27 日から 10 月８日まで開催されます茨城国体と 10 月 12 日から 13 日

まで開催されます全国障害者スポーツ大会茨城大会の視察を予定しており

ます。企業協賛につきましては、ＪＡあいらよりいただきまして、横断幕を

作成し、市内５か所に掲示してあり、感謝状の贈呈も予定しております。ま

た、市内の企業にも依頼を行っているところでございます。市民運動としま

しては、５月 22 日に国体 500 日前イベントとして国体ダンス講習会、10 月

14 日に国体１年前イベントとしてあいらスポーツフェスタ、10 月 20 日に

国体ダンスコンテストを予定しております。炬火リレーとしまして、５月 31

日に地域別説明会を開催しまして、日程、コース設定などを説明しました。

実施日は８月 17 日で姶良、加治木、蒲生の各地区でコースを設定し実施す

る予定であります。花いっぱい運動としまして、７月 12 日に花苗を幼稚園、

保育所、小・中学校に配布する予定としております。デモンストレーション

スポーツとしまして、４月 21 日に総合運動公園体育館にてダンススポーツ

2019 プレ大会、姶良公民館にてペタンク 2019 プレ大会が実施されました。

姶良市は、成年女子のゴルフ、成年男女のバスケットボール、ライフル射撃

が競技として実施されます。そのうち、バスケットボールが来年３月 13 日

から 15 日、ライフル射撃が 10 月 25 日から 27 日にリハーサル大会を実施

教育長 

事務局 



する予定であります。競技会場の施設整備としまして、姶良総合運動公園に

空調機を整備することになっておりまして、７月 11 日に設計業務の入札を

行い、来年度に工事を予定しております。なお、蒲生体育館への空調機は、

リースで対応する予定であります。また、今年度は、総合運動公園体育館と

蒲生体育館のＬＥＤ照明の工事を実施します。12 月には工事が完了する予

定であります。併せまして、バスケットボールの練習会場となります、帖佐

中、重富中、加治木中、蒲生中の体育館の床の研磨、ラインテープの整備も

行います。以上簡単ではありますが、かごしま国体の状況についての説明と

いたします。 

 

今の説明について、何かご質問ございませんでしょうか。 

なければ、最後に行事予定の確認を行います。教育総務課からお願いします。 

 

（教育総務課より順次説明） 

 

行事関係について、委員の皆様から何かご質問ございませんでしょうか。 

なければ以上で、本日の全ての議事を終了いたします。 

本日の会議議事録の修正については、当局にご一任いただきたいと思います。

よろしいでしょうか。 

 

はい。 

 

では以上で、令和元年第７回教育委員会定例会を終了いたします。 

ご苦労様でした。 

 

ありがとうございました。 

 

教育長 
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